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４）偏波パラメータを用いたC-band レーダーの自己校正手法の検討, 日本気象学会

2013 年度春季大会, 2013 年 5 月, 東京都渋谷区 

  Radar calibration using polarimetric observations with rain attenuation correction, 
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  気象庁における SAR データを活用した地震・火山活動の把握と大気補正手法について, 

SAR が切り拓く地球人間圏科学の新展開, 2013 年 8 月, 京都府宇治市 
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